
(１) 　補正前予算額 79,959,438 　千円

(２) 　補正第１３号予算額 △ 175,098 　千円

(３) 　補正後予算額 79,784,340 　千円

平成２５年３月補正予算案の概要
（一般会計補正予算第１３号）

３　補正第１３号の内容

   地方債の補正　　　　廃止　２件　　変更２３件

   債務負担行為の補正　廃止　１件　　変更　１件

　今回の補正予算案は、弘前市土地開発公社の借入金を返済する無利子の資金貸付、（仮称）駅前分
庁舎整備事業において、内装工事と一体的に設置する備品購入費を追加したほか、事業費の確定等に
伴う補正、財源調整などが主な内容であります。

（単位：千円）

２　一般会計予算の規模

１　補正予算案の概要

   繰越明許費の補正　　追加１５件　　変更　４件

 　継続費の補正　　　　変更　５件

－ 1 －

担 当 課 事 業 費 (一般財源)

１ 管財課 10,000 (0)

２ 管財課 41,000 (△576)

人事課・教育総務課 85,092 (85,092)

総務財政課 27,759 (0)

総務財政課 606 (0)

企画課 △ 2,000 (△2,000)

企画課 1 (0)

まちづくり振興基金積立金追加[2.1.4］ 企画課 6,142 (0)

企画課 14 (14)

岩木総合支所 △ 1,953 (△1,953)

旧岩木老人センター解体事業減額［2.1.5］ 岩木総合支所 △ 3,103 (△3,103)

岩木庁舎整備事業減額［2.1.5］ 岩木総合支所 △ 21,915 (△1,015)

市民との協働推進課 △ 44,833 (△24,833)

市民税課 △ 15,535 (△15,535)

資産税課 △ 900 (△900)

福祉総務課 174 (0)

補　　正　　内　　容             ［款.項.目］

弥生いこいの広場隣接地管理事業減額[2.1.4］

弘前市土地開発公社運営資金貸付金[2.1.1]

財政調整基金積立金追加[2.1.3］

市債管理基金積立金［2.1.3］

確定申告支援システム更新委託料減額[2.2.1]

退職手当追加［2.1.1］［10.1.2］

（単位：千円）

（仮称）駅前分庁舎整備事業追加[2.1.3]

岩木庁舎施設管理等委託料減額［2.1.5］

３　事業費の確定等に伴う補正

地域福祉基金積立金追加[3.1.1]

人材育成基金積立金追加[2.1.4］

固定資産（土地）評価委託料減額[2.2.1]

津軽広域連合総務費負担金追加[2.1.4]

市民参加型まちづくり１％システム支援補助金減額
[2.1.10]

－ 1 －



国保年金課 165,909 (167,132)

福祉総合システム改修委託料[3.1.2] 福祉総務課 7,560 (7,560)

福祉総務課 2 (2)

介護保険課 16 (16)

子育て支援課 △ 29,562 (△19,708)

水道事業会計負担金追加[4.1.3] 上下水道部 299 299

　　　〃　　補助金減額[4.1.3] 上下水道部 △ 3,729 (△3,729)

上下水道部 32,830 (1,330)

総務財政課 146 (146)

市立病院 100,584 (100,584)

環境政策課 7,642 (7,642)

農政課 29,250 (0)

農政課 △ 13,300 (0)

農地集積分散錯圃解消協力補助金減額[6.1.3] 農政課 △ 500 (0)

農政課 △ 2,299 (△2,206)

農政課 △ 1,613 (△412)

農政課 △ 2,532 (△2,532)

りんご課 △ 2,810 (△2,810)

りんご課 △ 1,116 (0)

りんご課 △ 8,000 (△8,000)

農村整備課 △ 171 (△171)

農村整備課 △ 218 (△109)

青年就農給付費補助金追加[6.1.3]

弘前地区環境整備事務組合負担金追加[4.2.2][4.2.3]

児童扶養手当費減額[3.2.2]

農地集積経営転換協力補助金減額[6.1.3]

病院事業会計補助金追加[4.1.5]

津軽広域水道企業団補助金[4.1.3］

農道台帳管理費負担金減額[6.1.6]

青森県りんご対策協議会負担金減額[6.1.3]

津軽広域連合福祉費負担金追加[3.1.2]

介護保険特別会計繰出金追加[3.1.3]

県営津刈１期地区河川工作物応急対策事業負担金減額
[6.1.6]

特産果樹産地育成・ブランド確立事業費補助金減額
[6.1.3]

シードル加工施設整備事業費補助金減額[6.1.3]

稲わら有効活用促進事業費補助金減額[6.1.3]

国民健康保険特別会計繰出金追加[3.1.1]

　　　〃　　出資金追加[4.1.3]

野菜・花き産地育成事業費補助金減額[6.1.3]

地域振興作物導入促進事業費補助金減額[6.1.3]

－ 2 －

農村整備課 △ 2,343 (△2,343)

農村整備課 △ 8,545 (△8,332)

農村整備課 △ 1,037 (△37)

農村整備課 △ 1,508 (△377)

商工労政課 3 (0)

公園緑地課 1,394 (0)

公園緑地課 △ 5,000 (△100)

土木課 △ 350 (50)

土木課 △ 3,296 (4)

土木課 △ 5,182 (△5,182)

土木課 △ 26,396 (△6)

土木課 △ 871 (8)

土木課 △ 2,129 (△58)

都市計画課 △ 4,450 (△4,450)

区画整理課 △ 29,000 (△1,300)

都市計画課 △ 543 (△43)

都市計画課 △ 274 (△274)

都市計画課 1,004 (1,004)

建築住宅課 △ 14,998 (△52)

建築住宅課 △ 977 (△403)

弘前公園お城とさくら基金積立金追加[7.2.1]

県営急傾斜地崩壊対策事業負担金減額[8.2.3]

弘前駅前北地区土地区画整理事業減額[8.4.4]

広域環状道路整備事業(独狐蒔苗線)減額[8.2.7]

アップルロード整備事業減額[8.2.7]

農地・水保全管理事業減額[6.1.6]

弘前城整備事業減額[7.2.4]

農道整備事業費等補助金減額[6.1.6]

青葉団地市営住宅建替事業減額[8.5.2]

富田樹木線交通安全施設整備事業減額[8.2.8]

地籍調査事業減額[6.1.9]

県営街路事業負担金(3・3・3号下白銀町福村線)減額
[8.4.5]

バス運行対策費補助金減額[8.4.7]

地域生活交通再生路線運行費補助金追加[8.4.7]

清野袋岩賀線交通安全施設整備事業減額[8.2.8]

市営住宅長寿命化事業減額[8.5.1]

土淵川環境整備連携事業減額[8.2.3]

[ ]

地域経済活性化基金積立金追加[7.1.2]

県営長前二期地区一般農道整備事業負担金減額[6.1.7]

都市計画基礎調査委託料減額[8.4.2]

－ 2 －



消防 △ 797 (3,103)

消防 177 (0)

消防 △ 1,068 (△68)

学務課 △ 4,950 (△2,273)

学務課 △ 8,985 (△8,773)

学務課 △ 12,369 (△69)

学務課 △ 8,653 (△353)

学務課 31 (△99)

学務課 △ 295 (△76)

学務課 △ 3,680 (1,220)

文化財保護課 △ 2,317 (△2,317)

文化財保護課 △ 500 (△242)

文化財保護課 △ 39,298 (△1,203)

図書館 △ 2,754 (△54)

博物館 △ 759 (△379)

市民との協働推進課 △ 93,479 (△4,679)

学務課 △ 7,302 (△7,302)

保健体育課 △ 50,000 (0)

農村整備課 △ 1,162 (△1,921)

総務財政課 △ 141,514 (△12,314)

総務財政課 △ 49,863 (△49,863)

小・中学校アスベスト対策事業減額[10.2.3][10.3.3]

市民会館整備事業減額[10.5.8]

史跡津軽氏城跡堀越城跡整備事業減額[10.5.2]

４ 財源調整

給食扶助費減額[10.6.3]

小・中学校耐震化事業減額[10.2.3][10.3.3]

農業用施設災害復旧事業減額[11.1.3]

小・中学校緊急メールシステム導入事業減額
[10.2.1][10.3.1]

文京小学校校舎増改築事業減額[10.2.3]

弘前図書館整備事業減額[10.5.4]

長期債利子減額［12.1.2］

長期債元金償還金減額［12.1.1］

学校給食賄材料費減額[10.6.5]

相馬中学校武道場建設事業減額[10.3.3]

弘前地区消防事務組合負担金減額[9.1.1]

消防団員退職報償金追加[9.1.2]

消防屯所新築事業減額[9.1.3]

重要文化財等修理事業費補助金減額[10.5.2]

市内遺跡発掘調査事業減額[10.5.2]

重要文化財猪形土製品他保存修理事業減額[10.5.5]

就学援助費減額[10.2.2][10.3.2]

高杉小学校校舎増改築事業追加[10.2.3]

－ 3 －

企画課 財源調整 (△800)

企画課 財源調整 (△700)

相馬総合支所 財源調整 (△300)

子育て支援課 財源調整 (4,025)

埋立処分場第２次第２区画造成事業[4.2.2] 環境政策課 財源調整 (6,800)

農村整備課 財源調整 (6,611)

土木課 財源調整 (6,000)

都市計画課 財源調整 (△400)

合　　計 △ 175,098 (191,908)

 企画部 総務財政課 財政係(内:２７３)

「学都弘前」学生地域活動支援事業費補助金[2.1.4］

お問い合わせ先

相馬地区福祉バス運営事業[3.1.1]

４　財源調整

放課後児童健全育成事業［3.2.5］

立木売払収入減による財源調整[6.2.2][6.2.3]

橋梁維持事業[8.2.4]

住吉山道町線道路整備事業[8.4.5]

学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム活性化支
援事業費補助金[2.1.4］

－ 3 －


